
TF研修 【大学院共通科目】大学教授法開発論

事前の動画(インストラクショナル・デザイン
他)視聴とリアルタイムオンラインでのグルー
プワークによる授業と学生対応について学び合
います。詳しくはこちら。

実施時期：2月21日（火）3・4講時
（13:00～16:10）

実施形態：半日間の集中形式＋事前学習

申込方法：Googleフォームより申込
（2/10申込〆切）

日本の大学・高等教育機関で教員を目指す本学
大学院学生が、現代日本の大学教育・高等教育
で求められる基礎的知識を習得し、自分自身で
授業を分析・設計・開発・実施・評価する自己
省察力を身につけることを目的とします。

実施期間：第１・第３クォーター

実施形態：オンライン(一部対面)

申込方法：HPより申込

BTA・TA・TF採用予定教員
BTA・TA・TF応募学生のみなさんへ

TFとして採用されるためには

BTA・TAに採用されたら
採用後、TA業務に関するオンデマンド・コンテン
ツ（BTA/TA事前研修）の視聴が必要です。BTA・
TAに係る研修を受けたうえで、教育補助業務に当
たります。

「TF研修」の受講・修了または大学院共通科目「大学教授法開発論（第１・３クォーター）」の
単位修得が必要となります。上記の受講が難しい場合には「大学教員準備プログラム（PFFP）」
（※有料）の受講・修了でも応募要件を満たします。受講を希望する場合は受講の申し込みを
行ってください。また、TFとして採用された後は、全学TF情報交換会への参加が必須となります。

東北大学では令和４年４月から新しいティーチング・アシスタント（TA）制度が始まりました。
これまでのTAに加えて、Basic Teaching Assistant（BTA）とTeaching Fellow（TF）を新設し、
BTA・TA・TFと教育経験を段階的に積むことで、本学学生の「教育を受ける側」から「教育を行
う側」への移行が円滑に進むよう支援します。
本学学生の皆さんには、ぜひ、段階別TAの経験を通して、ご自身の研究教育能力やコミュニケー
ション能力、リーダーシップ等を高めていただきたいと思います。
BTA・TA・TFの採用を希望する場合には、授業開講部局担当窓口へご相談ください。

■東北大学TA制度について、詳しくはこちら 東北大学TA

■大学教員準備プログラム（PFFP） 実施期間：2月27日～3月4日（1/25申込〆切） 受講料：9,000円

※１ 次年度以降の講座情報については、決定次第その都度通知します。
※２ 過去に上記の研修等(PFFP含む)を修了・単位修得している場合は応募要件を満たしていることとなります。

修了者には修了証を発行していますので、採用手続きの際に提示してください。

■BTA/TA事前研修
（YouTube）

※東北大メールのアカウントで
のログインが必要です。

※東北大メールのアカウントで
ログインしてください。

https://www.ihe.tohoku.ac.jp/ta/pdf/tf-training_outline.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FUVRxWz8ukWUs6WJcAmm2CgtzI5I8ap0U4Y7MSE_We55wA/viewform?usp=sf_link
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/
https://youtu.be/j04CjFYfMaA
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/ta/
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/pffp_2022/


To Faculty Members Planning to Hire BTA/TA/TF
To Students Applying for BTA/TA/TF

To be hired as a TF

After being hired as a BTA/TA 
BTA/TAYou will be required to take on-demand contents 
(BTA/TA pre-training, Japanese only).

Applicants are required to take and complete “TF Training” or earn credits in
"Teaching Development in Higher Education". Completion of the course “Preparing
Future Faculty Program (PFFP)" (*paid) will also fulfill the application requirements.
After being hired as a TF, you will be required to participate in the TF information
exchange meeting.

TF Training
Teaching Development in 

Higher Education

Outline：
Participants will watch the videos in   
advance. Then, real-time online group 
work, they will learn about "teaching and
student support”.

Time：
February 21, 2023（13:00-16:10）

Method：
Half-day intensive course and prior study

How to apply:
Google Forms
https://forms.gle/qp9V4s5NhzjKZc198

（Japanese only）

Application deadline: Feb. 10

Outline：
The purpose of this class is twofold.
The first is to provide graduate students of  
our university who wish to become teachers 
in Japanese universities and higher 
education institutions with the basic 
knowledge required in modern Japanese 
university education and higher education.
The second is for the students to acquire 
self-reflection skills to analyze, design, 
develop, implement, and evaluate their own 
classes.
Time：1st or 3rd Quarter
Method：Online (Partially face-to face)
How to apply： HP（Japanese only）

https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/

Tohoku University launched a new teaching assistant system in April 2022.
The new system will support a smooth transition from "education recipient" to 
"education provider" through a step-by-step educational experience of the Basic 
Teaching Assistants (BTAs), Teaching Assistants (TAs), and Teaching Fellows (TFs).
If you wish to be hired as a BTA, TA, or TF, please contact the Faculty/Graduate 
School Office.

■ For more information about the Tohoku University TA System, click here.

東北大学TA

・Information on courses for the next and subsequent years will be provided as soon as the content is
determined.

・If you have completed any of the above courses in the past, you have met the application requirements. 
Please submit a copy of your certificate of completion when you apply.

■Preparing Future Faculty Program 
Implementation period：February 27 - March 4 (application deadline 1/25) Fee: 9,000 yen

BTA/TA pre-training

＊Please login with your 
Tohoku University account.

＊Please login with your 
Tohoku University account.

https://www.youtube.com/watch?v=j04CjFYfMaA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FUVRxWz8ukWUs6WJcAmm2CgtzI5I8ap0U4Y7MSE_We55wA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/qp9V4s5NhzjKZc198
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/ta/
https://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/pffp/pffp_2022/

